
第４７回千葉県スポーツ祭典・テニス大会・県

予選会は千葉県総合スポーツセンターで８月６日

（土）に男・女シングルス、８月１４日（日）に

男子ダブルス、８月２０日（土）には女子ダブル

スが行なわれました。

この大会は１１月１２日（土）・１３日(日）

滋賀県で予定される２０１１年度全国テニス選手

権大会の代表選手を決める大会として開催された

もので県内でも力のある選手が参加しました。

大会には男子シングルスに３２名、女子シング

ルスに１６名が参加、熱戦を繰り広げました。

男男男男子子子子シシシシンンンンググググルルルルススススの結果は以下の通りでした。

優 勝 奥田 真也 （びぎな～ず）

準優勝 鈴木 啓之 （びぎな～ず）

第三位 保戸田寛章（ラ・フェット）

第四位 滝沢 伸行 （フリー）

コンソレ

第一位 佐久間威行（フリー）

女女女女子子子子シシシシンンンンググググルルルルスススス

優 勝 飯塚 玲奈 （フリー）

準優勝 西谷 雅子 （Ｔ・ＡＳＫＡ）

第三位 原田 幸子 （グッピーズ）

第四位 冨田登喜子（サンライズ）

コンソレ 第一位 日色道枝（Ｇテニスクラブ）

男子ダブルスには２１組、女子ダブルスには２

８組が参加しました。 結果は以下の通りです。

男男男男子子子子ダダダダブブブブルルルルスススス

優 勝 近藤淳輝・植田正志組（フリー）

準優勝 奥田真也・鈴木啓之組（フリー）

第三位 松野純也・松本雄吾組（ラ・フェット）

第四位 大里達也・斎藤靖英組（フリー）

女女女女子子子子ダダダダブブブブルルルルスススス

優 勝 細田佐恵子・安藤雅樹子組（フリー）

準優勝 石橋知佐子・佐藤光子組（KASIWA)

第三位 大井貴子・市川早苗組（JOIFUI)

第四位 水野理香・橋本麻友子組（ﾗ･ﾌｪｯﾄ、ﾌﾘｰ)

※混合ダブルス及び壮年男子Ｓは９月に開催

Ｓｐｏｒｔｓ Ｎｅｔ

ち ば NO.113
New Japan Sports Federation in Chiba Prefecture

2011年9月12日

「スポーツは平和とともに」

新日本スポーツ連盟
千葉県連盟

〒263-0024

千葉市稲毛区穴川3-1-17

℡043-287-7353 FAX043-256-1454

http://sports.geocities.jp/njsf_chiba

ﾒｰﾙ njsf1970chiba@gmail.com

優 勝
奥田真也（びぎな～ず）男子シングルス
飯塚玲奈（フリー） 女子シングルス
第４７回千葉県スポーツ祭典・テニス大会



６月１０日（金）から１９日（日）までＦＳＧ

Ｔ（フランス労働者スポーツ・体育連盟）の招待

で千葉県サッカー協議会から有吉正祐さんと佐久

間将彦さんの２名が代表団として参加しました。

日程の概要は以下の通りでした。

１０日（金）空港での出迎え・代表団の受入れ

１１日（土）歓迎集会及びパリ観光

１２日（日）全国大会準備 午前

ムードン県での準決勝・決勝観戦 午後

１３日（月）サンドニにてフット・ア・セット

大会 午前及び午後

１４日（火）セーヌサンドニ県委員会での活動

交流会議 午前及び午後

１５日（水）パリ及びヴェルサエル観光

１６日（木）ＦＳＧＴ本部訪問及び交流会議

１７日（金）フランススタジアム訪問及び複合

スポーツ活動

１８日（土）国際会議 午前及び午後

１９日（日）大会終了に伴う閉会集会

空港 帰国

有吉運営委員長に様子を伺いました。

《全国サッカー協議会の代表として参加した動機

は何だったのですか》

以前から全国サッカー協議会の役員としてフッ

ト・ア・セットの普及にあたっていたので今回の

話が持ち上がった時点で全国サッカー協議会の運

営委員長の植山さんから推薦をいただいていたの

で参加することにしました。

《サンドニでのフット・ア・セット大会の様子を

教えて下さい》

最初の全国大会に関しては非常にレベルが高く

ビックリしました。特に決勝戦に関しては半数以

上の選手がスピード・技術・フィジカルにおいて

日本のアマチュアトップ（ＪＦＬ）位の実力があ

るのではないでしょうか。また、フット・ア・セッ

トは審判がいないので、たまにファールなどの扱

いでもめることがあるのですが、周囲や観客が大

きな声でジャッジをするといった事が自然と出来

ているのには驚きました。

我々が出場した国際大会は５カ国１８チームで

の大会でしたが、５位という結果になりました。

ロスタイムでのゴールやＰＫ戦での勝利など劇的

勝利が多く、盛り上がりました。

（前列一番右が有吉運営委員長）

《パリやヴェルサエル・セーヌ川等の観光はどう

でしたか》

１５年前に訪れているのですが、景色は相変わ

らず美しかったです。大きく変わっていると言う

と観光案内など英語表記が増えている事と以前で

あれば英語表記の次ぎに日本語表記が多かったの

ですが、現在は中国語・韓国語その次ぎに日本語

といった感じで現在の経済状況を表している気が

しました。

《代表団の一員として参加した感想は》

今回、渡仏したメンバーは初めて会った人も多

かったのですが、メンバーにも恵まれ非常に短期

間の間でしたが、チームワークも良く、大いに収

穫のあった遠征でした。

首を切ら

れようと

していま

す。

《千葉でのフット・ア・セットの普及はどうです

か（開催可能ですか》

内容などが浸透していないのでまだ大会を開催

する土壌はありません。しかし全国交流大会を千

葉で開催する案があります。

他の県と協力で行い千葉県のチームも参加して

徐々に普及していければと思っています。

フット・ア・セット
国際交流に参加して

千葉県サッカー協議会運営委員長

有吉 正祐



第４７回千葉県スポーツ祭典・卓球大会の個人

戦は７月３０日（土）千葉・ポートアリーナにて

開催。全国大会の出場権を懸けての予選会と交流

を目的とするオープンの大会に熱戦が繰り広げら

れました。今年の全国大会が岡山県のため昨年開

催の東京より遠方のため参加チームが少なくなり

ましたが男子２１チーム、女子２８チーム、合計

４９チームが競い合いました。

結果は下記の通りでした。

男子 一般 （代表５チーム）

優 勝 ＴＲＦ（Ｂ）（篠田 貞松 小林 油原 佐藤）

準優勝 ＦＣＣ 第三位 みずきりだな

第四位 ポピンズ 第五位 千葉大学（Ｂ）

第六位 赤翔馬（Ｂ）（全国大会は千葉大が棄権）

男子年代別３０～４０代（代表４チーム）

優 勝 ＴＲＦ （古庄 古市 別府 角田）

準優勝 ＫＣＰＣ① 第三位 エリア２２

第四位 ＫＣＰＣ② 第五位 前田会

男子年代別 ５０代 （代表４チーム）

優 勝 ＪＵＳＴ （坂村 小林 高橋 浦辺）

準優勝 成田クラブ 第三位 千葉クラブ（Ｂ）

第四位 エリア２２

男子年代別 ６０代（代表１チーム）

ＦＣＣ １チームのため予選会はなし。

女子 一般 （代表４チーム）

優 勝 千葉クラブ① （貞松 長谷川 川原 工藤）

準優勝 千葉クラブ② 第三位 千葉大学

第四位 Team Aoyama

女子年代別３０～４０代 （代表３チーム）

優 勝 ウエル （森 久保 小林 阿部）

準優勝 富士AEクラブ①第三位 富士AEクラブ②

女子年代別５０代 （代表４チーム）

優 勝 西船レディース（津村 和地 会沢 吉田 吉尾）

準優勝 幸① 第三位 フリーダム

第四位 千葉クラブ 第五位 前田会

女子年代別６０代 （代表４チーム）

優 勝 幸 （永見 浦部 紺野）

準優勝 スマイルクラブ 第三位 みどり

第四位 フリーダム 第五位好卓会・幕張シェル

女子年代別 ７０代（代表２チーム）

千葉フレンズ １チームのため予選会はなし

ジャスミンは昨年全国優勝のため推薦

オープン大会は昨年よりやや少なかったものの

男子１８チーム 女子４８チーム、合計６６チー

ムが集ま、４～５チームのリーグ戦を行いました。

各ランク・各リーグの結果です。

男子 オープン大会

Ａランク

第一位 いのたく（國松 杉山 遠藤 川瀬）

第二位 ＫＷＣ 第三位 TeamAoyama

Ｂランク

Ａブロック

第一位 卓愛会（Ａ）（児玉 野田 田中）

第二位 どんぐり 第三位 あすなろ

Ｂブロック

第一位 船橋卓友会（渡辺 竹村 田中 松崎）

第二位 西小中台卓球部②第三位 富士AEｸﾗﾌﾞ

Ｃブロック

第一位 カディア （笹川 井上 荒井）

第二位 卓愛会（Ｂ）第三位西小中台卓球部①

女子 オープン大会

Ａランク

Ａブロック

第一位 蘇我プラザ①（梶山 柳沢 関）

第二位 チームへなちょこ（Ｂ） 第三位千城クラブ（Ａ）

Ｂブロック

第一位 千城クラブ（Ｂ）（五十嵐 犬伏 吉田）

第二位 ファニーフレンズ 第三位チームへなちょこ（Ａ）

優 勝
ＴＲＦ（Ｂ）一般男子団体戦 千葉クラブ（１）一般女子団体戦

第４７回千葉県スポーツ祭典・卓球大会 団体戦を開催



Ｂランク

Ａブロック

第一位 さざんかクラブ（根本 佐藤 渡辺 石原）

第二位 園生卓球愛好会① 第三位 みどり

Ｂブロック

第一位 劉星クラブ（今野 藤浦 泰山）

第二位 どんぐり 第三位 あすなろ

Ｃブロック

第一位 まつりか（山川 喜多 石沢 福母）

第二位 カディア 第三位 園生卓球愛好会②

Ｃランク

Ａブロック

第一位 高野山クラブ（保坂 青木 山本）

第二位 ひまわり 第三位 ディジー

Ｂブロック

第一位 真砂ファイブ②（上村 藤本 保田）

第二位 八千代ＹＯＣ① 第三位 千葉クラブ③

Ｃブロック

第一位 フリーダム（松谷 山浦 大谷）

第二位 かれん会① 第三位 真砂ファイブ①

Ｄブロック

第一位 いのたく（山崎 上原 山岸 久米）

第二位 かずさ③ 第三位 蘇我プラザ②

Ｅブロック

第一位 船橋卓友会 （山田 開田 渡辺）

第二位 三葉卓球クラブ 第三位 みつわ台クラブ

参加者から感想をお聞きしました。

９月５日（月）第５回常任理事会が開催され

８月の大会等の報告及び９月の大会等の計画が事

務局から提案されました。

８月の活動ではテニス、野球、サッカーの大会

が数多く開催されています。また、全国理事会が

東京で下旬に開催されました。

９月は野球協議会のトーナメント戦が中旬から

開始されます。テニスの一般大会も開催されます。

討論では

１．千葉県スポーツ祭典の進行状況と課題

全体的には順調に運営されているが、バレーボー

ルでは年度当初の会場確保が遅れたことや震災の

影響で登録が出来なかった為、例年に比べ参加チー

ムの減少が見られます。運営に携わる役員をどう

確保するかが課題となっています。

２．２０１２年度総会の準備

役員体制の検討がはじまり、特に常任理事会の

任務、開催方法について更に検討を加えることに

なりました。総会は３月１７日（土）です。

３．財政について

各協議会からの分担金は一部の協議会を除きほ

ぼ納入されており、全国への分担金も納入されて

います。 しかし、卓球、野球、テニス等の協議

会登録者数の減少や、震災のため大会が開催され

なかったこともあり予算案よりも収入の減少が確

実となり、厳しい財政状況が確認されました。

未納の協議会からの分担金納入を急ぐ必要があ

ります。

４．スポーツのひろば誌について

今年度新たな読者はありません。年度末の減誌

も予想されることから、現在の９５部からどうし

ても１００部への増誌に取り組むことが確認され

ました。

５．スポーツセミナー参加について

浅沼理事長が参加します。テニス、卓球からの

参加を呼びかけることになりました。９月１０日

（土）が締切りとなります。

６．その他

事務所の電話を光回線にする工事が終了、電話

も新しくなりました。

｢Sports Netちば｣への寄稿を常任理事を中心に

依頼することとなりました。

第５回常任理事会報告

今度こそ、一般で優勝してきます。

３０代は初出場、初優勝を目指し頑張ってき

ます。スタッフの皆さんありがとうございま

す。 予選会出場のＴＲＦ 岡野さん

今年はＡチーム Ｂチームとも全国大会に

いける事になりました。千葉県の代表として

全国大会で恥ずかしくないプレーをしてまい

ります。 予選会出場のＫＣＰＣ 谷口さん

節電の折、涼しい所で試合をさせていただき

ありがとうございました。沢山試合ができるの

が一番嬉しいです。

オープン大会出場の劉星クラブ 藤浦さん



前号に続いてバドミントンの紹介です。

習志野市袖ヶ浦体育館での夏季バドミントン大会

会での集合写真と千葉県スポーツ祭典での試合風

景を掲載します。

① クラブ名 千葉大学バドミントン部

② 代表者 植田隼治（千葉大３年生）

③ 連絡先 bad043@yahoo.co.jp

http://bad043.web.fc2.com/index.htm

④ チームの概要

私たちは千葉大学西千葉キャンパスの学生を中

心として活動している、大学公認の体育会のチー

ムです。

（夏季大会参加メンバー 習志野袖ヶ浦体育館）

男子１２名、女子８名の現役部員で活動し、多

くのＯＢ・ＯＧの方々や千葉大とのつながりのあ

る方々が練習に参加してくださり、ご指導いただ

いています。

練習は週３～４回、千葉大学西千葉キャンパス

内の体育館で行っています。ほとんどがバドミン

トン経験者ですが、大学から始めた部員も一緒に

関東学生リーグで勝ち抜くことを目標にして、日々

の練習に励んでいます。

毎年、学生の試合を中心に出場していますが、

社会人の方々のプレーから多くのことを学ぶため

にも、オープン大会などにも積極的に参加したい

と思っています。

⑤ クラブのアッピール

自分たちの興味のもつ学問への勉強の傍ら、バ

ドミントンにも真剣に取り組んでいます。

バドミントンを通して、体力、精神力を鍛え、

部員同士の信頼関係も築いています。

（千葉県スポーツ祭典 千葉公園体育館）

⑥ その他

毎年４月の上旬に｢千葉大学オープンバドミン

トン大会｣を開催しています。ホームページで大

会の情報等を発信していきますので、興味のある

方は是非見ていただければと思います。

よろしくお願いします！

クラブ紹介
千葉大学
バドミントン部

千葉県バドミントン協議会（準）

第11回全国バドミントン大会
期 日 ２０１１年１２月３日・４日

会 場 名古屋市守山スポーツセンター

種 目 ３日（土）

混合ダブルス１部・２部

混合シニアダブルス４０歳・５０

４日（日）

男・女子ダブルス一般 １部・２部

男女シニアダブルス４０歳・５０歳

競技方法①２１ポイント３ゲーム

②予選リーグ戦 決勝トーナメント

試合数 初日 １００試合 ２日目８０試合

審 判 敗者主審・線審各１名 勝者線審１名

表彰 各部門２位までに賞状と賞品

ゼッケン都道府県名を表示（背面可）の事。

参加費 ダブルス １組 ４０００円

申込み 新日本スポーツ連盟千葉県連盟

ＦＡＸ及び郵送にて

問合せ 新日本スポーツ連盟千葉県連盟

担当 金子
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９月 ３日（土）祭典・バドミントン大会

祭典・バレーボール大会

９月 ４日（日）野球協議会リーグ戦・予選

祭典・サッカー大会

祭典・テニス大会（壮年男子）

９月１１日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会・予選

９月１７日（土）なのはなテニス大会

９月１８日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会・予選

祭典・テニス大会（混合Ｄ）

９月１９日（祝）祭典・野球大会・開始日

９月２３日（祝）祭典・卓球大会（個人戦）

祭典・テニス大会（予備日）

野球協議会リーグ戦・決勝戦

祭典・野球大会（トーナメント戦）

９月２５日（日）祭典・野球大会（トーナメント戦)

祭典・サッカー大会・予選

１０月 １日（土）祭典・バレーボール大会

祭典・テニス大会（一般）

１０月 ２日（日）祭典・野球大会（トーナメント戦)

祭典・サッカー大会・予選

１０月 ８日（土）祭典・卓球大会（ダブルス戦）

１０月 ９日（日）祭典・野球大会（トーナメント戦)

祭典・サッカー大会・決勝T

１０月１０日（祝）祭典・野球大会（トーナメント戦)

１０月１６日（日）祭典・野球大会（トーナメント戦)

１０月２２日（土）祭典・テニス大会（一般）

１０月２３日（日）祭典・野球大会（トーナメント戦)

祭典・テニス大会（一般）

祭典・サッカー大会・決勝T

内房スポーツ祭典（かずさ卓球協議会）

９・１０月行事予定

第４５回全国軟式野球大会千葉県大会途中経過


